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ウオッチング物価 
世界の暮らしが見える

トロント アトランタ
トロントでは、プロスポーツ観戦が大人気。

新システム導入で、アトランタ空港の行列解消なるか。
北米２都市の今を切り取る。

北米編

■トロントの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
6万2,168カナダ・ドル（2014年）
〔出所 トロント市〕
＊人口
281万人（2014年）〔出所 同上〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
1.5％（2015年）〔出所 カナダ統計局〕
＊外資系（日系）企業事務系スタッフ
月額給与水準（賞与、諸手当含まず）
3,900カナダ・ドル※〔出所 �2014 パソナ給与情報・福� �

利厚生分析レポート〕

■アトランタの基礎経済指標
＊1人当たりGDP
5万3,104米ドル（2014年）
〔出所 経済分析局／アトランタメトロポリタンエリア〕
＊人口
46万人（2015年）〔出所 商務省センサス局〕
＊消費者物価（CPI）上昇率
1.4％（2015年）〔出所 労働省〕
＊外資系（日系）企業事務系スタッフ
月額給与水準（賞与・諸手当込み）
3,600米ドル〔出所 日系企業関係者へのヒアリング〕

　※ただし月額給与水準の数字は都市ではなくカナダ（国）の数字

Atlanta

アトランタ・ブレーブスは

2017年に本拠地移転

市庁舎前

「ターナー・フィールド」球場

Toront
o

オリンピックパーク

トロント・ブルージェイズ応援団
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トロント Toronto

物価データ� 2016年6月10日　調査日の現地通貨の対円レート：1カナダ・ドル＝84.26円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（パン） 675g 3.39 285 全粒粉＋ファイバー スーパー「Loblaws」
卵 1パック（12個） 4.39 369 L サイズ 同上
牛肉 100g 2.974 250 ボンレスサーロイン（ステーキ用） 同上
しょうゆ 591ml 4.69 395 キッコーマン 同上
ハンバーガー 1個 5.39 454 『ビッグマック』 マクドナルド
ミネラルウオーター 1.5ℓ 2.69 226 『エビアン』 スーパー「Loblaws」
ビール 473ml 2.45 206 『モルソンカナディアン』 現地酒類販売公社「LCBO Store」
トイレットペーパー 1パック（24ロール） 21.99 1,852 『CASHMERE BATHROOM TISSUE』 スーパー「Loblaws」
ジーンズ 1本 69.99 5,897 メンズ『リーバイス 501』 衣料品チェーン店「Mark's」

電気料金 200kWh 20.6 1,735 2016年5月1日から10月31日、600kWhまで1kWh
当たり0.103カナダ・ドル。基本料金、諸経費別 トロントハイドロ

ガソリン レギュラー1ℓ 1.079 90 エッソ

タクシー 昼間5km 9.99 841 税込み、初乗り3.25カナダ・ドル、以後143メートルごと
に0.25カナダ・ドル。料金の10～15％のチップが必要 コープ・キャブ

携帯電話
基本料金／月 35 2,949

200分の同一州内通話料込み ベル・モビリティー
通話料金／分 0.5 42

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：79.2㎡） 3,500 294,910 税込み、光熱費、駐車場料金含まず バーティカ・レジデント・サービス

自動車（新車） 1台 25,240 2,126,722 『2016 Toyota RAV4 FWD』 「トヨタカナダ」ウェブサイト
映画鑑賞 ロードショー1本 12.99 1,094 『スターウォーズ／フォースの覚醒』 Scotiabank Theatre Toronto（ダウンタウン）
ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 55 4,634 週末、祝日料金 ハンバー・バレー・ゴルフコース
ベビーシッター 1時間 11.25 947 トロント地域 「カナダ連邦政府求人市場情報」ウェブサイト

プロスポーツが熱い
カナダのプロスポーツが熱い。メジャーリーグベー

スボール（MLB）のトロント・ブルージェイズは、
2015 年のシリーズで 22 年ぶりにアメリカンリーグ優
勝決定戦に進出。プロバスケットボールリーグ（NBA）
のトロント・ラプターズは、15～16 年シリーズで初
めてイースタン・カンファレンス・ファイナルまで進
出。メジャーリーグサッカー（MLS）のトロント FC
は、15 年のシリーズでクラブ発足以来初のプレーオ
フ進出を果たし、16 年にはドラフト 1位で日本人選手
が入団……など話題に事欠かない。
当然、観戦チケットは高騰したが、それでも多くの

地元ファンは試合会場に足を運んだ。15 年のレギュ
ラーシーズン終盤には、ブルージェイズのホームゲー
ム 21 試合中 20 試合のチケットが完売。シーズン中の
観客総数は約 279 万人。これは、野球人気がピークだ
った 1990 年代前半以来の観客数だ。
アメリカンリーグの優勝決定戦では販売開始前から

最前列の外野席の価格がレギュラーシーズンの約 3倍
の 225 カナダ・ドル（約 1万 9,000 円）となった。ま

た、ラプターズのポ
ストシーズン観戦チ
ケットの再販平均価
格 は、258 米 ド ル
（約 2 万 8,000 円）と
イースタン・カンフ
ァレンスで最高値に
なると予想された。
この他にもスポーツバーで飲食を伴う観戦、チーム公
式グッズの販売、ホテル宿泊、試合会場までの交通機
関の利用など関連支出を考慮するとプロスポーツがカ
ナダ経済に与える影響は決して小さくない。
一方、プロアイスホッケーの最高峰といわれる北米
ナショナル・ホッケー・リーグ（NHL）に所属する
トロント・メープルリーフスは、最近 10 年間で一度
しかプレーオフに進出できていない。それでも熱狂的
なファンに支えられ、レギュラーシーズンでさえ観戦
チケットは完売することがほとんどだ。カナダの国技
でもあるアイスホッケーで名門プロチームが復活すれ
ば、トロントの冬が熱くなる。

（伊藤　敏一／ジェトロ　トロント事務所）

ブルージェイズ本拠地「ロジャーズ・センター」
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アトランタ Atlanta

物価データ� 2016年6月7日　調査日の現地通貨の対円レート：1ドル＝107.32円

品　目　名 数　量
販売価格

備　考 調査場所
現地通貨建て 円換算

主食（食パン） 1kg 5.27 565 スーパー「パブリックス」

卵 1パック（12個） 3.50 375 L サイズ 同上

牛肉 100g 1.38 148 ボンレスサーロイン（ステーキ用） 同上

しょうゆ 1ℓ 5.60 600 キッコーマン 同上

ハンバーガー 1個 3.89 417 『ビッグマック』 「マクドナルド」

ミネラルウオーター 1ℓ 1.25 134 『エビアン』 スーパー「パブリックス」

ビール 350ml 1.17 125 『バドワイザー』 同上

トイレットペーパー 1パック（12ロール） 5.99 642 『コットネル』 同上

ジーンズ 1本 59.95 6,433 『1969ストレート』 「ギャップ」

電気料金 200kWh 21.32 2,288 基本料金10ドル、650kwまで
5.6582セント/kw 州内電気会社「ジョージアパワー」

ガソリン レギュラー1ℓ 0.59 62 販売単位はガロン。2.273ドル /ガロン 「Gas Biddy Atlanta」ウェブサイト

タクシー 昼間5km 8.70 933 初乗り2.5ドル、1マイルごとに2ドル 「タクシーオートフェア」ウェブサイト

携帯電話
基本料金／月 50.00 5,366

通話、テキスト、データ通信5GBプラン 携帯電話会社「AT&T」
通話料金／分 －

アパート賃貸料 家具付き1カ月
（居住面積：110㎡） 1,435.00 154,004 市内中心部、2ベッドルーム、1バス

ルーム 「アパートメントドットコム」ウェブサイト

自動車（新車） 1台 21,986.00 2,359,537 『トヨタ・カムリ LE』 「トヨタ」ウェブサイト

映画鑑賞 ロードショー1本 13.49 1,447 『アリス・イン・ワーンダーランド2』 AMC Phipps Plaza14

ゴルフ・ラウンドフィー 1ラウンド 74.00 7,941 土日、祝日料金 「ウルフクリークゴルフ場」ウェブサイト

ベビーシッター 1時間 11.75 1,261 1時間の平均料金 「care.com」ウェブサイト

解消なるか？ 空港での長蛇の列
アトランタ空港は世界一忙しい空港として知られる。

2015 年度の乗降客数は 1億 149 万人、発着数は 88 万
2,497 回でともに世界第 1 位。空港から都市部まで、
地下鉄で 2.5 ドル（約 268 円）、シャトルバスで 16.5
ドル（約 1,770 円）、タクシーで約 30ドル（約 3,219 円）
の距離に位置し、所要時間もそれぞれ 30 分程度とア
クセスは悪くない。だが、悩みもある。保安検査待ち
の長蛇の列だ。繁忙期には国内便の利用客ですら 2時
間以上待たされることもあり、空港は人であふれる。
16 年 5 月末、同空港に国内

初となる新検査システムが約
100 万ドルを投じ試験導入され

た。ポイントは、手荷物の中に不審物があった場合、
コンベヤーを止めるのではなく、別のコンベヤーに荷
物を自動的にはじき出す点にある。そうすることで、
その列全体の進行を止めずに済み、保安検査を滞らせ
ることなく進行できるようになった。このシステム導
入により、保安検査の待ち時間の大幅短縮が実現した。
トレーには自動追跡タグが付いており、空になったト
レーは自動的に回収されるので職員がその都度トレー
を回収する必要もなくなった。
米国主要航空会社、空港側ともに、多くの乗降客が
見込まれる夏季期間には職員を増員したり、パートタ

イムをフルタイムに切り替えたりといった強
化体制を敷いている。米国運輸保安庁（TSA）
では、保安検査の待ち時間を専用アプリ上に
ほぼリアルタイムで表示できるようにもした。
TSAの責任者はこうした対策により、保安
検査の待ち時間を 30％程度短縮できるとし
ており、利用客からも「以前の保安検査より

間違いなく効率的だ」といった声が上がっている。官
民一体の対策は功を奏するのか。

（堀田　基／ジェトロ　アトランタ事務所）
世界で最も乗降客が多いアトランタ空港


